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（購読料は会費の中に含まれています。）

数は、会費口数に応じて決まります。
（表２参照）
新しく入会される方あるいは会費口数を増や
される場合は、所定の日までにお申込みいただ
き、会費を納めていただくこととなります。た
だし、特別会員の方には選挙権はありません。
○特定商工業者の場合
商工会議所の議員とは？
所定の負担金を納められた特定商工業者の方
商工会議所の議員は、会員の中から選ばれた
代表で、１号・２号・３号議員で構成されます。 には１個の選挙権があります。
議員が決定した後の流れ
（当所の定数は１００名）
各業界から公正な立場で商工業の振興のため
１～３号議員の全てが決定したら、１１月開催
に会員の意思を託すことのできる人で、商工会 の臨時議員総会（組織会）において、会頭１名、
議所の組織・事業運営全般に携わります。
副会頭４名、専務理事１名、常議員３３名、監
事３名が選任されます。
１号議員とは？
また、その後９部会の総会においてそれぞれ
１号議員は、商工会議所の会員と会員以外の
特定商工業者の投票によって、会員の中から選 の部会長、副部会長、幹事が選任されます。
弘前商工会議所の議員の任期は３年で、２０１９
年１０月３１日をもって任期満了となります。
それに伴い議員改選が行われ、１１月１日から
新体制がスタートします。なお、議員改選の選
挙日程については来月号でお知らせします。

清藤会頭による挨拶
第２２２回通常議員総会が３月２８日、当所会
館２階大ホールにおいて開催され、８９名（委
任状出席含む）が出席しました。
開会にあたり清藤会頭が挨拶に立ち、「平成
２８年の会頭就任以来、早いもので現在の役員・
議員の任期も残り半年余りとなり、特に、これ
までの各部会並びに委員会活動に対する議員各
位の格別のご尽力に感謝申し上げるとともに、
今後とも建議活動の充実をはじめ、会議所活動
に対するご支援、ご協力をお願いしたい。特に、
新年度においては、働き方改革の推奨や消費税
の増税・軽減税率への対応、健康経営に資する
健康宣言自主登録の推進など、御用聞き事業の
更なる活発化により、会員事業所の生の声とし
ての経営課題に対するきめ細かい対応をしてい
きたい。あわせて、人口減少社会での若者の地
元定着をはじめ、将来の地域経済を担うリーダ
ーとなる若手経営者の育成に資する人材育成事
業や基幹産業である農業経営に関する事業、ブ
ランドセンターの確立をめざしての地域産品の
更なるＰＲ・販売促進事業など、地域経済の早
期回復に向けて諸事業を積極的に展開していき

ばれます。
選挙によって選ばれるため、会員全体の代表
という性格の強い議員で、定数も１～３号議員の
中で最も高い割合を占めます。
（定数５０名）
２号議員とは？
商工会議所の会員は業種別部会のいずれかに
所属しています。
（当所の部会は表１参照）
２号議員は、部会員数や会費口数を勘案し、
部会ごとに割当数が定められ、各部会総会の議
決をもって選任されます。
各業界の代表という性格を持つ議員です。
（定数３５名）
３号議員とは？
３号議員は、会頭が常議員会の同意を得て会
員の中から選任します。
１号・２号議員を置くことで、会員の意思を
公平に反映できますが、商工会議所の機能を更
に強化するため、特に必要な者として３号議員
が置かれています。
（定数１５名）

引き続き、審議事項に入り平成３０年度の各
会計補正予算案、２０１９年度の事業計画案並び
に収支予算案等が審議され、原案通り承認され
ました。
特に新年度の事業計画では、重点目標として、
新たに未来創生ビジョンに基づく多様な雇用対
策に関する取り組みの推進を掲げました。
また、２０１９年度の予算については、総額
６億７，
６２０万円（前年対比２，
１５３万円）とな
りました。

○会員の場合
所定の会費を納めた会員に、１号議員の選挙
権、被選挙権が与えられます。会員の選挙権票

弘前商工会議所の９部会

食品・農産物部会
生活商業部会
工業部会
建設部会
金融・不動産部会
運輸・交通部会
料飲・観光部会
医療福祉・専門サービス部会
情報・教育文化部会
表２

会員の選挙権票数
会員口数

年会費額（円）選挙権票数

個人会員 ２（最低口数） ６，
０００

２

法人会員 ３（最低口数） ９，
０００

３

１口（３，
０００円）増えるごとに、選挙権票数は１
個増えます。ただし、上限は５０個となります。
会員と特定商工業者
会

員

市内で６ヶ月以上
継続営業している
商工業者



会員で特定商工業者

１～３号議員の違いは？
業種、業態等のバランスがとれた議員構成と
総会では、報告案件として議員職務執行者の
するためとの趣旨から、議員には１～３号の種
変更、事務局組織変更に伴う規則等の一部変更、
別が設けられていますが、選出の方法が異なる
また、昨年提出していた平成３１年度の弘前市
だけで、議員としての権利や義務に差はありま
に対する重点要望事項への回答などについての せん。
報告がなされました。
選挙権はどのような人にあるのですか？
たい」と述べました。

表１

特定商工業者
市内で６ヶ月以上継
続営業している商工
業者で、従業員数が
２０人（商業・サービス
業は５人）以上もし
くは資本金額が３００
万円以上の方

＜総務財政課＞
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金融・不動産部会

金融経済情勢講演会を開催

～ごみ減量化・資源化の取組に関する協定を締結～
当所は去る３月

金融・不動産部会（石川啓太郎部会長）では、
３月１４日、弘前金融団との共催による「金融

５日、循環型社会

経済情勢講演会」をラグリーにおいて開催いた

の形成と地球にや

しました。

さしい「あずまし
い

講師には、日本銀行青森支店長 武田吉孝氏

ふるさと」を

をお招きし、青森県経済の現状と今後の展望に

目指し、当所と弘

ついてと、生活の中の決済システムについて講

前市が連携協力をして、ごみの減量化・資源化
の推進及びごみの適正処理等に取り組むことを

演をしていただきました。

日本銀行青森支店長 武田氏による講演

青森県経済の現状として、業況判断ＤＩや個

目的に、弘前市と協定を締結しました。

人消費の指標、全国と青森県を比べた経常利益

そのほか、生活の中の決済システムとして、

当日の調印式には、当所清藤会頭と櫻田市長

の水準比較を説明していただきました。また、

近年全国的にも更なる導入が期待されているキ

が出席し協定書を交わしました。また、同日弘

中期的課題と今後の展望として、総人口数の推

ャッシュレス決済についての現状を説明いただ

前市町会連合会（阿部精一会長）も弘前市と協

移や、生産年齢人口割合についてのほか、外国

きました。

定を締結しました。

人宿泊者数と全国魅力度ランキングについて各

講演会には７６名が出席し、講演後には懇親

今回の協定の内容は、⑴オフィス町内会への

種データを基に全国と青森県を比較分析し、県

会も実施し、参加者同士が意見を交わし懇親を

加入促進や古紙類の資源化の取り組みの周知と

内の景気動向と今後の展望について詳しく解説

深めていました。

働きかけ、⑵弘前市が発信する正しいごみの仕

していただきました。



＜経営二課＞

分け方・出し方に関する情報の発信、⑶弘前市
が行う事業所の戸別訪問への支援、などとなっ
ております。今後は、ごみ減量化・資源化の取

今年中に長寿並びに還暦を迎える議員各位の

り組みを推進するため、当所と弘前市が積極的

お祝いが、３月２８日開催の通常議員総会終了後

に意見交換を行い、相互に協力できる項目の確

の懇親会の席上で行われました。

認やそれぞれの取り組みの進捗状況について、

当日は議員総会の開催前に正副会頭の立会い

情報共有を図っていきます。 ＜総務財政課＞

のもと御祓いの儀が執り行われ、長寿・還暦議

弘前地区オフィス町内会参加事業者募集のご案内

員の益々の活躍と健康を祈願いたしました。

今回は８名の議員が該当となりました
（写真は総会前のお祓いの様子）

オフィス町内会では、会員となっていただい
た排出事業者のもとに、古紙回収業者が定期回
と、長寿（傘寿）と還暦を迎える議員各位に記 懇談が進むなど議員相互の親睦が図られました。 収便を運行し、古紙類を無料で回収いたします。
念品が贈呈されました。引き続き傘寿の竹内昭
なお、この祝う会は、平成４年に議員有志に 回収した古紙類は、製紙会社にてリサイクルさ
三議員（株式会社西村組）をはじめとするお祝 よる「還暦の祝い」としてスタートして以来、 れます。
機密文書の回収については有料になりますが、
いを受けられた議員各位からお礼の言葉や今後 今年で２７回目を数えることとなりました。
同様の回収方法で処理することができ、個人情
の抱負などが述べられ、終始和やかな雰囲気で 
＜総務財政課＞
報の扱いが多い弘前市役所等の公共施設でも利
用実績があります。
４月１日からの当所事務局組織についてお知らせします。
無料回収する古紙類は、ダンボール、新聞紙・
課
長 池田 俊也
チラシ、雑誌、コピー用紙等です。
課 長 補 佐 熊谷 順子
現在、職場で排出される古紙類を、コストを
事 三橋菜津子
総務財政課 主
かけて処理されているのであれば、ぜひオフィ
主
事 奈良
杏
事務局次長
ス町内会の加入をご検討ください。
臨 時 職 員 工藤 麻衣
懇親会の席上では、櫻田宏弘前市長の祝辞、

下山文雄弘前市議会議長の発声による乾杯のあ

野々口 卓史

専務理事

常務理事

事務局長

白戸 孝之

土岐 俊二

橋本 広平

中小企業相談所長
木下 克也

課
長
主
事
主
事
経営一課
主
事
嘱託職員
記帳指導員

山本
工藤
角田
高橋
一戸
猪股

課
長
係
長
事
経営二課 主
主
事
嘱託職員

齊藤 耕成
三上 浩平
佐藤
亘
堀川 和喜
小田桐正和

課
係
地域・産業
主
振興課
主
主

長
長
事
事
事

肇
耕司
花織
優
知明
柳子

村谷
要
菅原 達也
吉澤 佳苗
八木橋裕生
福士 晴子

■オフィス町内会に参加するメリット
１．環境活動への貢献によるイメージアップ
オフィス町内会に参加し、古紙リサイクルに
積極的に取り組むことにより、企業や地域のイ
メージアップにつながります。また、紙ごみの
減量化に伴う、省資源・省エネルギーの取組が
地球温暖化の防止につながります。
２．事業活動に伴う経費の削減
可燃ごみとして処理する場合、通常、有料で
処理されることになりますが、本システムでは
無料で回収するので、コストダウンにつながり
ます。また、紙ごみの減量化に努めることによ
り、仕事の効率化や合理化を考える気運づくり
につながります。
利用のご相談、ご加入の申し込みは下記事務局
へお願いいたします。
弘前地区オフィス町内会
事務局（窓口）

対象地域

●事務局（窓口）
弘前市、黒石市、
（株）伸和産業
平川市、西目屋村、
弘前市堅田１－４－２
藤崎町、大鰐町、
電 話 ０１７２−３５−５２５５
田舎館村、板柳町
ＦＡＸ ０１７２−３５−５２５７
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現在、ハローワークで求職中の方々の情報で
す。ご興味のある経営者の皆様は「ハローワー
ク弘前・紹介部門」まで、お気軽にお問い合わ
せください。
受講訓練
住所
受講期間
ゼロから
学べる
１ パソコン・ 平川市
事務科
３ヶ月

希望月収（万）
免許・資格・
職歴・経験等
希望勤務地
専門知識・技術等
普通自動車免許
（ＡＴ限定）
ワード３級

医療事務・
普通自動車免許
２ 調剤薬局事
務実践科 弘前市 介護福祉士
６ヶ月

製造
販売
製造

２年３ヶ月
１３
６ヶ月 平川市、
１年６ヶ月 弘前市

１０
（パート）
介護福祉士 ３５年 弘前市内
および
近郊

ゼロから
看護師１年１０ヶ月
１０
始める調剤
普通自動車免許
看護師
２年（パート）
３ 薬局事務・ 平川市 看護師
看護師 ３年４ヶ月 弘前近郊
パソコン科
３ヶ月
普通自動車免許
１８
ＩＴ実務科
メディカルワーク 看護助手 ２１年 弘前市、
（パソコン
高校）管理事務
８年 五所川原市、
４ 実務科） 弘前市 教員免許（中学、
ワード２級、エクセル２級 販売員 １年６ヶ月 つがる市、
６ヶ月
ＩＴパスポート試験
板柳町
※ハローワークに登録をしている人材の紹介を希望する場合は、
求人の申し込みが必要です。

社会人としての基本を学ぶ
～新規就職者激励大会・新入社員セミナーを開催～

平成３１年４月、新規就職者激励大会・新入
社員セミナーが３月２０日に開催され、２２事業
所から新社会人７１名が参加いたしました。
激励大会では、櫻田市長と齊藤副会頭から参
加者に向けて激励のことばを贈りました。
引き続き新入社員セミナーを開催し、午前の
部ではＮＰＯ法人弘前Ｊスポーツプロジェクト
理事長の黒部能史氏から「ゴールを決めろ！」と
題し、現在サッカーのプロリーグ参入を目指す
「ブランデュー弘前ＦＣ」の設立やこれまでの活
動について自身の経験を踏まえ講話していただ
き、参加者に向け目標に向かってやりきること
の大切さについてメッセージを送りました。
午後の部では、ＮＰＯ法人プラットフォーム
あおもり副理事長の髙木茂氏を講師に迎え、新
社会人としての考え方や仕事の基本とマナーに
ついて、グループワークを交えながら指導して
いただきました。
当所では今年度、今回の参加者を対象に社会
人としてのスキルアップと定着率向上を目的と
したフォロー研修を実施する予定ですので是非
ご参加ください。


＜経営一課＞

消費税対策パンフご活用ください
当所ではこれから、すぐ始められる軽減税率対策をまとめた小冊子を
ご用意いたしました。
どうぞご活用ください。
①『中小企業のための消費税軽減税率制度導入と消費税転嫁対策』
対象品目、価格表示方法など軽減税率制度全般の解説から、対策スケジュールの立案まで、
わかりやすくまとめています。
②『今すぐ始める軽減税率対策』
（小売／卸売向け）
（飲食店向け）
各業種向けにまとめた冊子。
「イートインにあてはまるかの判断は？」など関心の高い疑問に
お答えいたします。
※ご希望の方に無料で差し上げております。
＜経営二課＞
会員サービス委員会

健康経営セミナーを開催しました
当所会員サー
ビス委員会（下
山 清 司 委 員 長）
では、３月４日
当所会館にて
「健康経営」に
関するセミナー

を開催しました。
会員サービス委員会では、従業員の健康管理
を経営的な視点で捉える「健康経営」を会員事
業所へお勧めすることを委員会活動の柱として
おります。本セミナーは、４年連続で「経済産
業省健康経営銘柄」に選定されている東京海上
日動火災保険株式会社弘前支社のご協力を得て
開催され、当所会員など４０名が参加しました。
本年４月には、時間外労働の上限規制の導入

企 業 法 務ＴＯＤＡＹ

や年次有休休暇の確実な取得などを盛り込んだ
「働き方改革関連法」が施行されます。事業主
は、心身ともに従業員の健康に配慮することが
求められるようになり、
「健康投資」を行なうこ
とが、従業員の活力向上や生産性向上など、組
織の活性化をもたらし、業績向上につながり、
ひいては、会社の価値が高まることなどが説明
されました。
人口減少社会の到来により、地方では今後よ
り一層の人手不足が予想されています。現在、
働いている従業員の健康に配慮して、末永く働
いていただくことや、育児や介護などの仕事と
の両立に代表される様々な働き方に対応出来る
ように配慮し労働力を確保することが、今後、
経営者に強く求められることとなります。

＜総務財政課＞

〜知っててよかった 法 律 知 識 〜
ます。これは、同じく損害の補填を趣旨とす
る自動車保険などにも当てはまります。
他方で、生命保険や医療保険は、死亡・病
気などの所定の事由が発生したときに、掛け
金の対価として保険金が下りるものです。よ
って、生命保険・医療保険は複数加入してい
ればその分だけ保険金を取得することができ
ます。
よって、万が一に備えたいのであれば、火
災保険を追加するのではなく、家財保険（家
具などにかける保険）や、医療保険、生命保険
などに加入することを検討してみてください。
次回は、自動車保険について解説いたし
ます。
（横山航平法律事務所 弁護士 横山航平）

第３０回：火災保険は複数掛けてもいい？
Q 自 宅 （ 価 値 １０００ 万 円 ） を 所 有 し て お
り、保険金額１０００万円の火災保険に加入
しています。万が一に備えて、別に追加で
１０００万円の火災保険に入ろうと思います
が、問題はあるでしょうか。
A 火災保険は、所有する自宅などが焼失等し
た場合に、保険金が下りるものです。その趣
旨は「損害の補填」をするというものです。
すなわち１０００万円の損失が生じた場合に
は１０００万円以上の保険金が出ることはあ
りません。したがって、１０００万円の火災
保険に既に加入しているのであれば、それ以
上の保険金が下りることはありませんので、
追加の火災保険は全くの無駄となってしまい

お気軽に相談を！
！『なんでも相談会』
日常、業務を行う中で、許認可の必要性やそ
の他、商取引でわからないこと、お困りの方に
無料相談会を開催しております。
●開 催 日 ５月８日㈬・６月１２日㈬
●時
間 １３：００〜１７：００
●場
所 弘前商工会議所会館５階相談コーナー
●相 談 員 桔梗行政書士事務所
行政書士 竹内知弘氏

●相談内容 法人の設立、建設業の許可申請他各
種許可・登録申請、相続の手続き等について
※お待ちいただくことのないよう予約制とさ
せていただきますが、当日都合の悪い方で相談
がある方も調整が可能の場合もありますので、
経営一課までお問い合わせください。


＜経営一課＞
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弘前かいぎしょ TODAY

～瑞々しい感性で弘前の魅力を国内外に発信！～
弘前観桜会１００周年事業実行委員会では、昨
年に引続き、さくらまつり期間中に様々な記念
事業を実施いたします。

☆弘前観桜会記念ロゴ等の利用について☆
弘前観桜会１００周年を記念して制作したロゴ

今年は会期中に改元となり、新たな時代が到

マークとたか丸くんにつきましては、引続き

来します。全国的に祝賀ムードが高まる中、新

２０２０年の弘前観桜会１００回記念へのＰＲで活

たな時代の幕開けを日本一の弘前公園の桜とと

用いたします。尚、たか丸くん観桜会バージョ

もに祝うべく、５月３日の弘前観桜会記念日（大

ンについては、扇子に「弘前観桜会１００回記念」

正７年５月３日に弘前観桜会が始まったことを

と書かれたもの、扇子の文字無しの２パターン

記念して制定）に園内でパレード形式による提

を新たに制作いたしました。

灯行列を行います。
また、昨年のさくらまつり期間中に公募した
「弘前公園の桜の愛称」が先般開催した最終選

情報・教育文化部会主催『第４回弘前の魅力発信ＷＥＢコンテスト』開催！

施することとしております。

昨年度は１２チーム４２名が参加しました

商用利用も可能です。利用希望の会員の皆様

情報・教育文化部会（鈴木順三部会長）では

にはデータをお渡しいたしますので、事務局ま

昨年に引き続き、「弘前の魅力発信」をテーマ

でご連絡ください。

にＷＥＢコンテンツ作品の募集を行います。

考会で審議され、２本の桜の木の愛称が決定し、

コンテンツはホームページ、動画、ＳＮＳ

まつり期間中に対象の桜を巡るクイズラリーの

（Facebook、Twitter、Instagram）など形式

実施を予定しています。その他、昨年も実施し

を問いません。グルメ・遊びに限らず、「自分

た「和装で観桜会」は今年もさくらまつり期間

達の学区紹介」など中・高校生の目線で「弘前
の良いところ」を全世界に発信してもらいま

通して実施し、和装来園者に本丸、弘前城植物
園、藤田記念庭園の無料入場券をまつり本部と
四の丸案内所で配布いたします。
２０２０年、弘前観桜会は記念すべき１００回目の
開催となります。当実行委員会では、１００年、
１００周年と続いた記念事業を今年も継続するこ
とで、来年の１００回目に向けた周知、ＰＲを行
い、多くの市民や観光客とともに１００回目の節
目を盛大に祝うべく、各種記念事業を計画、実

■ロゴマーク ■たか丸くん観桜会バージョン
◇事業の詳細は下記にて随時更新いたします◇

す。申込者は７月下旬から８月中旬まで開催さ

弘前観桜会１００周年公式ホームページ
http://www.hirosaki-kanoukai.jp/

を国内外に売り込むＷＥＢコンテンツを制作し

弘前観桜会１００周年公式Facebookページ
https://www.facebook.com/hirosakikanoukai/

れた優秀コンテンツはネット上に公開し、弘前

れるセミナーを受講しながら、弘前の魅力情報
てもらいます。なお、コンテスト形式で選定さ
の観光・商業振興に役立てます。ＷＥＢコンテ

（弘前観桜会１００周年事業実行委員会事務局担当） ンツ制作の仕方は丁寧に指導しますので、未経

＜地域・産業振興課＞ 験者の方もふるってご応募ください。
▽参加資格：弘前市内の中学校もしくは中弘南
黒エリアの高等学校に在籍している生徒。

全国高等学校ファッションデザイン選手権大
会優勝校に贈られる副賞「パリ派遣・招待」が
３月２日～８日の日程で実施されました。
今年度は、第１８回大会優勝校青森県立弘前
実業高校の派遣で、服飾専門学校エスモードパ
リ校訪問や、衣装館、パリChloe本社における
バイヤー向け商談会の見学研修等を行いました。
はじめに訪問したエスモードパリ校は、世界
初のファッション教育機関として１８４１年に創
設された伝統ある学校です。研修では学校内を
見学し、授業の様子を拝見しました。充実した
カリキュラムや自分の作品に集中するための整
った設備、柔軟な発想で作業する生徒の様子な
ど、レベルの高さを感じました。
また、衣装館では衣装の移り変わりからファ
ッションの歴史的背景を学ぶことが出来まし
た。これらの衣装は、丁寧な時代検証を行い映
画等で使用されています。
また、世界有数のファッションブランドである
「Chloé」のパリコレファッションショーで発

表された商品のバイヤー向け商談会の見学研修
を、今回始めて実施することができました。服
飾、靴、アクセサリー、バッグの各担当マーチ
ャンダイジング責任者からモデルが着用した商
品を中心に通常バイヤー以外は入ることが出来
ない場面で非常に丁寧な説明を受けることがで
きました。
生徒２名は「今回の研修で受けた刺激を忘れ
ず、努力していきたい」と話していました。
ファッション甲子園実行委員会事務局担当

＜地域・産業振興課＞

※個人または４名までのグループ。先着１５組。
※参加無料・取材費当所負担（上限有）
未経験者大歓迎です！
▽詳細は公式ホームページでご確認ください。
URL：http://www.hcci.or.jp/hp_contest/


＜地域・産業振興課＞

津軽の初夏の風物詩となった「古都ひろさき
花火の集い」を今年も開催いたします。県内外
の皆様、また市民の皆様に楽しんでいただける
ような花火大会にすべく、関係者一同邁進いた
します。
開催日

２０１９年６月１５日㈯

会

岩木川河川敷運動場

場

４月２５日㈭より個人チケット販売開始！

エスモードパリ校
授業見学

衣装資料館視察

＜第２０回よさこい津軽＞
●日時

２０１９年６月２３日㈰
９：５０～１５：３０

※雨天決行

６月の祭りとしてすっかり定着した『よさこ

●場所

弘前市土手町通り（３．
３．
２号線）

い津軽』は、今年で記念すべき２０回目の節目

●ＨＰ

https://www.hcci.or.jp/txt/yosakoi/

の年を迎えます。
会場を彩る独自の衣装と振り付けで元気いっ

※参加チームの申込みは上記ＵＲＬから
●お問い合わせ

ぱいの踊りを披露します。情熱的な演舞にご期

よさこい津軽実行委員会事務局

待ください。

（弘前商工会議所内）＜地域・産業振興課＞

企 業 広 告 協 賛 募 集 中！
招待観覧席・当日パンフレット広告・会場アナ
ウンス等各種特典あり！
本誌折込チラシにてお申し込みください。
詳細は事務局までお問い合わせください。
■お問い合わせ
ひろさき市民花火の集い実行委員会事務局
（弘前商工会議所内）

＜経営二課＞

